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DATA SHEET

FS62PSR
�ファイバ�パッチひずみロゼット
��
� �い�����と�い�����
� ��が�	
� 
�、ケーブル�、コネクタの�	が����

��
この�ファイバ�パッチひずみセンサは、ファイバブ
ラッググレーティング(FBG)をベースとしたセンサで、

�)�に*に+,できます。-じ./0に3つの
FBG（0 º/60 º/120 º）が1め�まれているため、23
なうえ、��のないユーザーでもシンプルな��が�
�なソリューションになります。
FS62PSR は、 HBK FiberSensing が�<した newLight®
=�をベースにしています。newLight センサは、
�い�����と�い)>�?を@Aする�B?ファ
イバ・コーティングをDEしています。
HBK ファイバーセンシングは、FGHな�Iファイバ
とJK�を�Lしながら、�MHなセンサ��をNO

します。これにより、ネットワーク��が�	にな
り、RSのセンサが-じファイバ0でR�Tされてい
るUVでも、��W�とコストがXYにZ[されます
。センサ�の��がSキロメートル�れているUVに
も��、)>��です。この=�は、_`にab�c
で��されているので、�defでgEできます。�
hijkで、�lHなm>�をNOします。また、ほ
とんどのn のインテロゲータとJK�があります。
このひずみセンサは、HBK FiberSensingの!"ケーブ
ルpきひずみセンサやq?センサと"みVわせてgE
できます。#$については、 HBK FiberSensing
におrいVわせください。

��とアプリケーション
センサ��
� 0 º/60 º/120 º のローゼットひずみ)>をgEした2
tuvw%xEです

� yzq?&{
� |�の)>に'V
� ラボE(に'していますが、'~な�)��をg
Eして*�E(にも�v

ファイバブラッググレーティング#�
� �+の,�ijを.Gにした)>のため、ドリフト

がありません
� -���および�.�
S��の�/をaけません
� d<�0{�のあるU�でのE(に'したパッシブ
=�

� �1Hなマルチプレクス�2のため、ケーブルSZ
[に��します

� データーインテロゲーター(データ�34�)とセン
サ�が���でもgE��

� ��のインテロゲータの��のファイバ0で、�の
FBGセンサと"みVわせてgEできます
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センサ
�FBGそれぞれのk�S － 0.79±0.03
�?1) pm/(μm/m) 1.2
�%�2) μm/m 0.5
�)&{3) μm/m［％］ ±10000 [1]
ゲージ��さ mm 36
Y��の�?4) % 0
b�q? ℃ -40～+100
�:q?5) ℃ -20～+80
b��?、���? % < 95
q?クロス�?6) (μm/m)/℃ 7.6±1
 ¡¢£7) dB 0.3
��8) サイクルS εw= ±1000μm/m and Δεm≤30 μm/m

>>107 (107 のロードサイクル¤に¥¦)
センサ�の|げ§¨ mm ＞ 25
©p�ª － +,« (Z70, X60, X2809))
¬ª mm 47±1 x 50±1 x 2±0.5
�<10) g 11
な®111) － ��アクリル°=、°=ポッティング、ビニール、Ormocer®
FBG´µ
� nm 1500～1600（±1）
ファイバーのタイプ － SMF-28JK
�ファイバのクラッド¨／
?¨ μm 125/195
ハンドY（FWHM）、
´µ·、サイドローブ¸¹ － ≤ 0.3 nm, 20±3%, > 10 dB

1) FBGあたりのFGºです。
�1550nmのFBGにおけるSºです。
2) 
��)での%»?0.5 pmはインテロゲータFS22SIによるSº
3) FBGあたりの¼X½�·です。-じローゼットからのI¾が�いひずみ)>@¿でオーバーラップしないように、
�AÁをBÂするÃC

があります。�ÄみのFG
�オプションは1510/1530/1550 nmまたは1550/1570/1590 nmです。
4) FBGごと。VDI/VDE/GESA 2635 による。Å�?が0なので、D�ºを�えることはできません
5) コネクタによってÆE
6) q?クロス�?(TCS) とは、q?が1℃�bしたときにFGされるÇひずみ。
7) ÈHºFGテレコムファイバ（ITU-T G.652.D）に�して、コネクタおよびデュアルスプライスを+IなしのUV
8) +,«Z70をgEしたときの、23 ºCにおけるSº。ÊËJ� εw およびゼロÌの�b

ΔεmであるWのサイクルS。K���なLJサイクルSは、��c1と
ÍÎの��ÏÐによってÑなります
9) �ÒひずみゲージとX280をgEするときの+M¹w： 1 N/cm2.
10) ケーブル�2 mで、ÓOにコネクタがないときの�<です。
11) ケーブルをÔむセンサの��`Îは、RoHS、REACH、PÕQÖおよび×ØÙÚ�¦ÛÜにGÝしています。
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ケーブルの�	 － Φ1 mm !" (グラスファイバ、シリコンワニス)
ケーブルの|げ§¨12) mm >16
ケーブル�13) m 0.5～6
コネクタ － FC/APC、SC/APC、NC（コネクタなし）

12) マンドレルの1Þの_`なターンアラウンドによるFà¢£は0.05 dBáâ
13) ケーブル�が2 mを0ÞるUVは、センサから2mのR�にF-Îの�Sチューブ(Φ3x60 mm)で�)されたスプライスがpきます。Û>さ

れたケーブル�でTcします。¼X 10 cm のマージンがあります。0UとÑなる、ケーブル�やスプライスã�をごäåのVは、
HBK FiberSensingまでおrVせください。

	
*+

,-.�な�
K-FS62PSR-1-2-3-4-5

��814)

オプション 1-FS62PSR-3505
1 NC - コネクタなし; FC - FC/APC; SC - SC/APC 1-FS62PSR-3520
2 0.5 m ≤ ケーブル� ≤ 6 m の&{で、æみY0.5 mにてÛ

>
1-FS62PSR-3535

3 1505 nm≤ ��15) ≤1590 nm 1-FS62PSR-3550
4 0.5 m ≤ ケーブル� ≤ 6 m の&{で、æみY0.5 mにてÛ> 1-FS62PSR-3565
5 NC - コネクタなし; FC - FC/APC; SC - SC/APC 1-FS62PSR-3580

14) FGcはtの��になります：W"ケーブル、�さ2mのケーブルのÓOはFC/APCコネクタpき。�"３
�のトリオ��は、5 nmの�Y
で>Zされた
�から�çします（è 1-FS62PSR-3535は1535/1540/1545 nmです）。

15) gE��な
�トリオは、1505/1510/1515 nm、1520/1525/1530 nm、1535/1540/1545 nm、1550/1555/1560 nm、1565/1570/1575 nm
です。1580/1585/1590 nm、1510/1530/1550 nm、1550/1570/1590 nmです。0UとÑなる
�をごäåのUVは、HBK FiberSensingま
でおrVせください。

スペクトリス?�@�　
ホッティンガー・ブリュエル・ケアーIJ�
〒136-0071 éê[ëéìíî6-26-5　ïðñíîビル6\
TEL：03-5609-7734 FAX：03-5609-2288
URL www.hbm.com/jp E-mail hbm-sales@spectris.co.jp

U]��は�òされるUVがあります。�óôõのU^はすべてö_`cの�aHなb÷です。`cの�cをøすものとしてù%されるべ
きものではなく、また、いかなるªHdúを�すものでもありません。U^にûÑがüるUVにはドイツeþ�が�となります。なおÔま
れる��はドイツeþ�のf`であり、すべて�gªで��されています。
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